
東日本大震災を踏まえた
東北圏広域地方計画の検証・点検結果

～１２の課題に関する代表的取組～

—概要版—

東北圏広域地方計画協議会

平成26年９月

本概要版は、本編からの一部抜粋です。
詳細については、本編をご覧下さい。



「東日本大震災を踏まえた東北圏広域地方計画の検証・点検結果
～１２の課題に関する代表的取組～」について
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■「12の課題」が導き出された流れ
東日本大震災の復旧・復興に向けた取り組みを通じて得られた多くの貴重な教訓や課題を埋もれさせることなく、様々な地域

づくりに活かしていくために、東北圏広域地方計画協議会構成機関を対象として震災における「教訓や課題」を聞き取りし集約、検
証作業を行い、それをもとに現行計画の変更について検討する過程において計画変更に反映すべき12の課題が明らかになった。

Ⅰ.検証作業
教訓・課題の整理

Ⅱ.点検作業
計画の施策との突合

Ⅲ.計画に反映すべき
項目の整理
１２の課題

Ⅰ．検証作業
・東北圏広域地方計画協議会構成機関を対象に、震災におけ

る「教訓や課題」の聞き取りを行った。
・国土審議会等の提言や県・市町村の復興計画等から「教訓

や課題」を抽出した。

①広域的・多様な主体による連携・支援のあり方（課題1）

②災害に強い広域交通基盤の整備について（課題2 ）

③災害に備えた情報通信のあり方について（課題3 ）

④エネルギーの安定供給について（課題6）

⑤産業の再生・復興の方向性について（課題8,9）

⑥くらしの再生、安全・安心な地域づくりに向けて
（課題4,5,7,10,11）

⑦原発・放射能への対応について （課題12）

震災の「教訓・課題」の整理：７分野（対応する課題）

Ⅱ．点検作業
・整理された「教訓・課題」を計画の戦略的目標と主要
な施策と突合させることで点検作業を行い、 新たに
反映させるべき事項や見直しすべき事項を整理した。

【動向】

【概要】
被害が甚大かつ広範囲に及んだ東日本大震災を踏まえ、災害時に広く支え合う共助・補完

型の圏域構造の実現に向けた取組を推進することが必要である。また都市と都市が多様な
形で連携・交流する機会を創出し、地域の課題解決に繋げるための環境整備も必要である。

さらに、行政同士の連携にとどまることなく、民間企業、ボランティア団体、大学も含めた多く
の主体が相互に持てる資源や機能を持ち寄り、補完し合いながら、総合力を発揮して防災力
を強化することが必要である。

【取組の方向性】
（1）広域的な地域間連携の促進

（2）多様な主体と連携した災害時の協力体制の構築

（3）非常時の対応に備えた平時からの備えとバック
アップ体制の構築

【具体的取組】
a.民間事業者、ボランティア等との災害発生時の応

援協定等を締結するなどして、災害復旧活動、災
害情報の収集支援を強化する。

b.社会福祉協議会、NPOと連携し、災害ボランティア
センターの設置・運営に関する連絡体制の整備や
広域災害の発生時における避難者の受入体制の
強化に向けた取組を推進する。

c.災害時に孤立するおそれが高い集落においては、
孤立時の避難体制の整備や避難所と食料等の備
蓄の確保など平時から住民が話し合いをしながら
計画を策定（地域継続計画）するための取組を支
援する。

課題1 広域的な機能分担を踏まえた広域的な地域間連携の促進、協力体制の構築

■地域間相互応援協定を有する自治体数
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出典：総務省消防庁 「地方防災行政の現況」

■自治体と民間企業との応援協定数
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■避難の動機づけや迅速な避難を
可能とする住民と共同での
標識設置（三沢市）

■地域防災サポーターによる
自主防災組織の研修会

写真提供
：青森県

写真提供：岩手県

各地域において、孤立集落の
抽出及び孤立化対策の検討、並
びに自主防災組織の育成強化
が進められている。

【主な取組の紹介】

Ⅲ．計画に反映すべき項目の整理
・検証・点検結果を受けて、構成機関により検討を行った

ところ、以下の「１２の課題」が明らかになった。

課題１．広域的な機能分担を踏まえた広域的な
地域間連携の促進、協力体制の構築

課題２．「命のみち」となる災害に強く多重性を持つ
広域交通ネットワークの整備・確立

課題３．災害時の通信環境の確保、
バックアップも含めた情報通信システムの構築

課題４．ハード・ソフト一体となった
総合的な災害リスク低減の推進

課題５．防災訓練・教育の充実強化や災害の記録と伝承

課題６．地球に優しいエネルギーの安定供給と
世界を先導するエネルギー技術開発の推進

課題７．災害時における医療体制の強化や
安心できる地域医療・福祉サービスの確保

課題８．災害時にも強い供給網の構築と円滑な物流の確保

課題９．農林水産資源を始めとする
地域資源の回復と地域産業の経営強化

課題１０．コミュニティ活性化のための絆の構築

課題１１．被災地の復興に向けた新しい地域づくり

課題１２．福島第一原子力発電所の
災害への対応と継続的な取組



【取組の方向性】
（1）広域交通ネットワークの代替性・多重性の確保 （2）多様な輸送モードの相互補完 （3）広域交通基盤の防災機能強化

【具体的取組】
a.「命のみち」となる復興道路や復興支援道路として三陸沿岸道路、宮古盛岡横断道路、東北横断自動車道釜石秋田線(釜石～花

巻間)、東北中央自動車道(相馬～福島間)、みやぎ県北高速幹線道路等を早期に整備する。

b.国際物流等の確保に向けて、小名浜港等の被災した港湾施設の復旧、整備を図る。あわせて、三陸鉄道やJR常磐線等の被災
鉄道路線の復旧に向けた取組を進める。

c.緊急輸送上重要な既設道路の拡幅や沿道建築物の不燃化等を行う。

d.秋田港・酒田港等の日本海側港湾において、輸送モードの多重化の確保に資する物流拠点の機能強化を図る。
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課題2 「命のみち」となる災害に強く多重性を持つ広域交通ネットワークの整備・確立

写真提供
：宮城県

写真提供
：岩手県

■みやぎ県北高速幹線道路の整備促進 ■三陸鉄道全線運行再開時のセレモニー

【概要】
災害に強い圏土を形成するためには、東北全体の交通ネットワークを考慮した代替性・多重性の確保を図ることが重要であり、縦

軸ラインと横軸ライン双方が確保された格子状骨格道路の着実な整備や自動車、鉄道、航空、船舶等の多様な交通モードの更なる
連携強化、災害時における道の駅、SA／PA、空港、民間物流施設等の有効活用のための取組の拡充が必要である。

とりわけ、三陸地域の復興の観点からは、三陸沿岸諸都市を結ぶ復興道路としての三陸沿岸道路の整備や、東北圏全体の軸で
ある東北新幹線・東北自動車道等と連結する東西ネットワークを充実させ、内陸諸都市との連携を強化することが重要である。

災害時に「命のみち」となる交
通ネットワークの確立に向けて
道路整備が推進されており、
鉄道網についても事業者によ
る復旧事業の実施とともに、
「復興調整会議」によりまちづく
りと一体となった鉄道ルート変
更の検討等が協議された。

【主な取組の紹介】

課題3 災害時の通信環境の確保、バックアップも含めた情報通信システムの構築

【概要】
東日本大震災では、電話回線や携帯電話の基地局が広範に被災するなど、情報通信基盤は大きな影響を受けた。また、岩手県

陸前高田市、大槌町、宮城県南三陸町、女川町では、市町村役場が津波被害に遭い、戸籍データ等が消失する事態が発生した。
一方で、阪神・淡路大震災時と比べインターネットが大きく普及し、例えば道路管理者と自動車メーカーが連携し通行実績情報をイ

ンターネット上で提供するなど、情報の把握や被災地支援に際して効果的に活用された。
こうしたことから、災害時における通信環境の高度化と信頼性の確保、バックアップも含めた情報通信システムの構築を図る必要

がある。

【取組の方向性】
（1）災害時の通信環境の構築

（2）行政情報のバックアップ

（3）災害情報の収集・提供・管理の構築

【具体的取組】
a.非常用電源の確保等による停電対策

の強化、緊急電話網の整備、自治体に
おける衛星通信機器の配備、周波数
や無線方式の異なる通信（コグニティブ
無線 ）の活用方策の検討を進める。

b.電話回線や防災行政無線のほか、コ
ミュニティFMとの連携強化、携帯電話
へのエリアメール配信等、広報媒体の
充実を図る。

c.人口の密集している地域や行政機関
が集積する地域に携帯電話の大ゾー
ン基地局を設置するとともに、移動基
地局を増設することにより通信環境の
復旧に要する時間を短縮し、被災地域
での迅速な通信環境の回復を図る。

【動向】 【主な取組の紹介】

写真提供：東北地方整備局

■衛星電話の導入

各地域で災害時の通信環境の構
築が進められており、衛星通信ネット
ワークの研究開発及び衛星電話の
配備が実施されている。また県、市
町村、放送事業者、総合通信局等の
協力のもと「防災・減災のための放
送・ネット利用行動計画」が策定され
「公共情報コモンズ」の普及が促進さ
れている。

■自治体庁舎における非常用電源の確保率

■自治体における衛星通信機器の配備率

■市町村における防災無線通信施設整備率

出典：各県資料

出典：総務省消防庁「地方防災行政の現況」
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【動向】

■給排水・貯水設備の耐震化率

①基幹管路 ②浄水施設 ③配水池
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出典：厚生労働省「水道事業における耐震化の状況」
出典：総務省「防災拠点となる公共施設等の

耐震化進捗状況」
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■防災拠点となる公共施設等の耐震化率
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課題4 ハード・ソフト一体となった総合的な災害リスク低減の推進

【概要】
今後発生しうる 大クラスの津波に対しては、被害をできるだけ 小化する「減災」という考え方に立ち、「逃げる」ことを前提とした

ハード対策とソフト対策の両面から災害対策を進め、防波堤・防潮堤などの「線」の防御から、河川、道路、まちづくりも含めた「面」に
よる「多重防御」への転換を進めるとともに、災害リスクの高い地域にある市街地や集落をより安全な地域へ粘り強く誘導することが
重要である。

また、津波被害が予想される地域では耐震化とあわせて施設の耐浪化など津波対策を進める必要がある。
さらに、風水害に対する安全性確保に資する河川、ダム等治水施設の整備・管理、土石流、がけ崩れ、地すべり等の土砂災害対

策、河川や海岸における高潮対策、道路の防災対策、山地災害対策、火山噴火災害対策等を進める必要がある。

【主な取組の紹介】

【取組の方向性】
（1）災害リスク低減のためのハード対策の推進 （2）災害リスク低減のためのソフト対策の推進

（3）大規模地震に伴う総合的な対策の推進 （4）津波対策の推進

【具体的取組】
a.高盛土構造物の整備、津波災害危険区域等の指定による安全な土地利用への誘導、避難路の指定、狭隘区間の解消のための

道路整備等の推進、避難場所の案内板の設置などの施策を推進する。

b.飲料水を始めとする生活用水や工業用水等の確保に向けた給排水・貯水設備の耐震化、下水道施設の汚水排除の基本機能及
び代替処理機能の確保を図る。緊急輸送上重要な既設道路の拡幅や沿道建築物の不燃化等を行う。

c.広域応援のベースキャンプ、物資の集配基地、長期の避難地等に活用される広域防災拠点の整備や海上・空路からの緊急物資
や避難者等を輸送するための港湾・空港施設の耐震化、災害用トイレや防災備蓄倉庫、非常用電源装置等の整備による道の駅
の防災機能の付加、主要なサービスエリア及びパーキングエリア等の道路施設の防災拠点化等、防災機能の強化をより一層推
進する。

d.地震に伴う山腹崩壊や河道閉塞（天然ダム）等の被害の早期把握及び二次災害防止等の的確な対応のためのレーザープロファ
イラー 調査等による基礎データの整備、小型衛星携帯電話や無人化施工機械及びヘリコプター等による空輸を想定した施工機
械の導入を推進する。

写真提供：東北地方整備局写真提供：新潟県

■道の駅「三本木」防災拠点としての 機能強化大規模地震や他の災害に対応するため、
道の駅「三本木」と周辺施設を一体として防災機能を発揮します。

■両津港のフェリーターミナル
耐震工事の実施

津波浸水想定区域図の作成や、津波防災対策として防潮堤の整備が推進されている。また水道施設の耐震化とBCPの策
定を実施している。さらに、県有施設や道の駅の広域防災拠点化や、港湾・空港における臨港道路やフェリーターミナル、空
港施設等の耐震化が進められている。
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【概要】
東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故を受け、国民の安全・安心の確保を大前提としつつ、多様なエネルギーの利

活用が求められている。
今後は、環境負荷に 大限配慮した必要 小限の化石燃料による発電を確保しつつ、自然条件で出力が変化する再生可能エネ

ルギーの特性を踏まえて、利活用をさらに拡大しながら、災害に強く、自立的かつ安定的なエネルギー供給体制の構築に向けた取
組が必要である。

また、非常用の備蓄の確保など、大規模災害に備えた燃料供給体制の確保に取り組んでいく必要がある。

【取組の方向性】
（1）再生可能エネルギー等の活用の加速化 （2）災害廃棄物の広域処理と再利用 （3）被災地のアスベスト対策
（4）海域の環境保全・再生・利用 （5）エネルギーの安定供給

【具体的取組】
a.水力、風力、太陽光、バイオマス、地熱など地域特性に応じた再生可能エネルギーの活用を生物多様性への影響に適切に配慮

しながら推進する。

b.再生可能エネルギー導入のための地方公共団体による計画策定や導入事業を促進する。

c.東日本大震災で発生した膨大な災害廃棄物の処理にあたっては、被災地における処理体制の増強を進め、広域処理の推進を
図る。

【動向】

【主な取組の紹介】

■再生可能エネルギー発電設備の導入状況

出典：資源エネル
ギー庁「再生可能
エネルギー発電
設備の導入状況」

出典：環境省 廃棄物・リサイクル
対策部公表資料
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※値は災害廃棄物と津波堆積物の
合計であり、累積値である。

写真提供
：青森県

写真提供
：新潟県

写真提供
：岩手県

■風力発電の導入 ■下水汚泥消化ガスを
利用した発電機の整備

■北上浄化センターの小水力発電施設東北圏の豊かな自然
環境を活かし、太陽光発
電や洋上風力発電の導
入に向けた検討や、公
共、民間を問わず地域
の防災拠点となりうる施
設への再生可能エネル
ギー設備導入の支援が
行われている。

課題6 地球に優しいエネルギーの安定供給と世界を先導するエネルギー技術開発の推進

（青森県、岩手県、宮城県、
福島県、新潟県）

【主な取組の紹介】

課題5 防災訓練・教育の充実強化や災害の記録と伝承

写真提供：東北地方整備局

■道の駅「そうま」の
震災伝承コーナー

【概要】
過去に幾度となく大規模な災害に見舞われた東北圏には、災害にまつわる伝承や教訓、あるいは遺構等が残されており、これらを

貴重な遺産として守り、後世に伝えていく必要がある。また、教育機関等においては、防災に関する継続的な教育を行い、防災知識
の普及・啓発を図るとともに、実践的な防災訓練を継続的に実施することが重要である。
また、今後、関係機関は、報道機関等とも連携して、適切な避難方法、津波の特性、震災直後の津波警報等の限界などについて防
災関連行事等を通じて十分に周知するとともに、高齢者、障害者、外国人、乳幼児等災害時要援護者の避難にも配慮した取組を進
めることが必要である。

【動向】【取組の方向性】
（1）防災訓練・教育の充実強化 （2）災害の記録と伝承

【具体的取組】
a.三陸沿岸においては、沿岸部にある自然公園を再編成して

「三陸復興国立公園」を創設し、新たな国立公園の利用スタ
イルの構築を推進する。

b.犠牲者への追悼と鎮魂、震災の記録・教訓の伝承、地域の
復興のビジョンや新たなコミュニティのあり方を示す場として
の震災復興祈念公園の整備を推進する。

c.「平泉」の世界遺産登録を契機に、平泉を中心とした新たな
ツアーの創出を検討し、あわせて津波の恐ろしさを学ぶとと
もに地域の復興の歩みを実感してもらうような周遊・滞在型
のツアーなど、被災地における復興支援と連動したツアーや
震災についての学習・研修を目的とする旅行を推進する。

■防災訓練の実施回数

出典：総務省消防庁

「地方防災行政の現況」
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三陸復興国立公園を創設し、復
興エコツーリズムの推進等のグ
リーン復興プロジェクトを推進して
いる。また復興記念公園の基本構
想の策定や、震災の記録・記憶等
の収集・公開、道の駅での震災伝
承コーナーの設置を行っている。
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課題7 災害時における医療体制の強化や安心できる地域医療・福祉サービスの確保

【動向】【取組の方向性】
（1）災害時における医療体制の確保
（2）地域医療・福祉体制の確保

【具体的取組】
a.東北大学等と連携して、東北メディカル・メ

ガバンク計画を推進し、被災地域の住民の
健康調査を通じた被災地の住民の健康管
理と、バイオバンクを用いた解析研究によ
り、個別化医療等の基盤を形成し、次世代
医療の実現を目指す。

b.災害拠点病院等における非常用電源や通
信連絡設備の確保を図るとともに、病院、
診療所、在宅サービス事業者等の連携強
化を図り、災害時要援護者の適切な搬送
体制を確立する。

c.大規模災害時医療救護活動マニュアルを
見直すとともに、災害時の医療を支える人
材や看護師の育成・確保を図る。

災害医療派遣チームDMATや災害医療コーディネーターの養成による人材育
成を推進するとともに、災害拠点病院等において非常用電源が整備されている。

【主な取組の紹介】

■災害拠点病院における
衛星通信機器の配備率

■災害拠点病院における
非常用電源の確保率

出典：各県資料

90.9
98.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H24 H25

（％） 100 100

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

H24 H25

（％）

【概要】
今後の高齢化の著しい進行に伴い、暮らしを支える医療や福祉サービスのニーズが高まる中、東北圏では広い圏土に都市が分散

しているため、サービスの充実や効率の面で不利な状況にある。このため、公共交通の整備に加え、広域的な連携や情報通信技術
の利活用等により、地域医療を支援することが必要である。

また今後は、災害時において安心できる救助体制や医療体制の確立、福祉サービスの確保に向けた取組を進める必要がある。

【動向】

【取組の方向性】
（1）災害に強い生産・物流のシステムの構築 （2）BCP策定の推進

【具体的取組】
a.物流事業者において、災害を受けても被害を軽減でき、早期の機能回復を可能とする災害に強い物流施設整備の推進を図る。

b.放送機関と「防災関連情報の受信に関する協定」等を締結し、災害発生時のヘリ画像の提供や各種カメラ情報等の共有化を図る。

c.民間事業者、ボランティア団体等と災害発生時の応援協定等を締結する。

d.関係企業の連携等による災害発生以降の物流機能の確保に向けたBCP（事業継続計画）の策定を進める。

【主な取組の紹介】

課題8 災害時にも強い供給網の構築と円滑な物流の確保

■自治体と民間企業との応援協定数

写真提供：東北地方整備局出典：総務省消防庁 「地方防災行政の現況」

■宮城県総合防災訓練
自治体支援のためリエゾン派遣
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【概要】
今回の震災においては、サプライチェーンの脆弱性が大きな課題となった。このため、甚大な災害による経済的・社会的被害の軽

減に向けて、製造業、物流業等企業のBCP（事業継続計画）の策定を引き続き進めることが必要である。加えて、災害時に企業が連
携して経済活動を継続できる企業間・地域間の連携強化や災害時の被害軽減と早期の機能回復に資する災害に強い物流施設整
備の推進等により災害に強いサプライチェーンの構築を目指す必要がある。

また、商業物流では、全国チェーンの店舗では東日本大震災後に商品が確保できない中、地域に根ざした独自のネットワークを持
つ地元企業は被災直後でも商品を確保できるなど、地産地消型の物流ネットワークが強みを発揮した例もあり、物流のあり方につい
て検討することも必要である。

災害時要援護者避難支援プ
ランの策定等を促進するとと
もに、各事業者との災害時応
援協定の見直しやBCP策定
が進められており、各県で総
合防災訓練を実施している。



【主な取組の紹介】

【取組の方向性】
（1）被災地の産業復興の推進
（2）被災地の農林業復興の推進
（3）被災地の水産業復興の推進
（4）観光業復興の推進

【具体的取組】
a.復興のリード役となり得る「地域経済の中核」を

形成する中小グループの復興事業計画を支援
することにより、地域産業の復旧及び復興を促
進する。また、投資促進、雇用創出を図る企業
立地を推進する。

b.海洋生態系の再生に向けた大学や研究機関に
よる復興支援のためのネットワーク「東北マリン
サイエンス拠点」を形成し、東北の海洋生態系の
調査、新たな産業創生につながる技術開発を推
進する。

c.津波により被災した仙台平野地域等において、
早期復興をめざし、農地復旧及び除塩工事を実
施するとともに、農地集積等による収益性の高
い農業の実現に向け、大区画化を推進する。

d.農林水産業の６次産業化を推進するため、地域
ブランド商品の開発を推進するとともに、地場産
品・農商工連携・地域資源を活用した商品に係
るアンテナショップ運営の取組を推進する。
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課題9 農林水産資源を始めとする地域資源の回復と地域産業の経営強化

写真提供：岩手県 写真提供：岩手県

写真提供： 東北運輸局

■田老漁港におけるウニ漁の準備 ■島の越漁港におけるワカメボイル作業 ■東北観光博ポスター

【概要】
東北圏における産業集積等を活かし、国際競争力を持つ産業群の形成や企業誘致の推進とともに、地域産業の振興を図ることに

より経済の活性化を図る必要がある。被災地において、より一層の企業誘致や産業集積、被災企業の再開を支える人材育成、地元
企業の販路拡大等を促進する。加えて、災害に強いサプライチェーンの構築を図ることにより、災害に強い産業ネットワークを構築す
ることが必要である。

また、環境産業や観光産業等についても、より一層の強化を図る必要がある。
さらに、産学官の叡智を結集して東日本大震災の復興に取り組むとともに、産学官連携による競争力の一層の強化を図るなど、活

力ある東北圏の形成に向け、これらの戦略的な振興を図る必要がある。
また担い手の育成や確保、生産基盤の整備、経営体質の強化、他産業との連携や複合による高付加価値商品の開発、ブランド化、

海外への輸出促進等、経営安定による農林水産業全体の強化・発展が必要である。

被災地の農業復興に際し、各地域で大区画ほ場整備等による農地の復旧に着手している。また水産業では漁業者が共同で
利用する設備への補助やシェアを取り戻すための各種支援を行っている。

さらに観光復興にあたり、地域間連携による復興応援バスツアーの開催や、震災で落ち込んだ観光需要の喚起を目的とした
「東北観光博」の開催等が実施され、ポータルサイト「東北物語」の開設により広域的な復興や風評被害払拭の取組成果が広
報展開されている。

【動向】

■アンテナショップ件数

出典：（一財）地域活性化センター

■農地復旧率

出典：中小企業庁
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■地域資源活用事業数

■三陸復興国立公園の利用者数

出典：農林水産省資料 出典：環境省資料



【概要】
東北圏に関わるすべての人が、東北圏の抱える課題について深い認識を持ちつつ、愛着や誇りを持って様々な分野で積極的に活

動することが重要であり、そのための意識醸成が必要である。
東北圏では、東日本大震災以降多様化する地域課題に対応するための「新しい公共」による活動が活発化している。
一方、被災地の支援に来たNPO等の支援団体と地元住民・行政との意思疎通が円滑に図られなかった事例もあり、円滑な意思疎

通のための仕組みづくりが求められるなど、「新しい公共」による円滑な活動と参画を促すための仕組みづくりが必要である。

【取組の方向性】
（1）コミュニティの活性化 （2）高齢者、障害者、子どもを支え合うコミュニティの構築 （3）地域防災力の向上

（4）「新しい公共」による被災地の復興促進 （5）地域づくりの実行力を備えた人材の育成

（6）外部人材等との交流・連携と情報発信

【具体的取組】
a.「東北圏地域づくりコンソーシアム推進協議会」において、地域づくりコンソーシアムの構築に向けた課題整理と体制整備及び運

営のあり方に関する検討を推進する。

b.住民主体の地域コミュニティ維持・振興・再生等の取組の支援を推進する。

c.学術研究機関においては、地域づくり全般の対応に関する相談を受け、総合的なアドバイスや支援を行う。

d.NPOにおいては、所属する人材や業務活動上のネットワークを活用し、取組課題に応じた人材支援や専門技術・ノウハウ等の支
援を行うことにより、地域づくりを援助していく。

e.行政は、地域づくりに関してコンソーシアムが適切に支援機能を発揮できるよう、仲介機能の役割を積極的に果たしていくよう努
めるほか、コンソーシアムの体制づくりにおける財政的な支援体制の整備に向けた検討等も推進していく。

f. 企業、経済団体等も、その活動の中でコンソーシアムの取組の充実に協力するなど、社会貢献の役割を検討していく。

7

課題10 コミュニティ活性化のための絆の構築

【主な取組の紹介】

【動向】

■自主防災組織率

出典：総務省消防庁

「地方防災行政の現況」
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県と市町村による高齢化等集落対策協議会をプラットフォームとした「元気ムラ活動」について、住民の合意に基づく実践活
動等を支援している。また、地域コミュニティの支援のために、有識者やNPO等との連携による実態調査や情報交換等を実施
している。

写真提供：秋田県

■あきた元気ムラ大交流会2013



【取組の方向性】
（1）魅力に溢れ、安心して暮らしやすいまちづくり （2）被災者の生活再建に向けた地域づくり
（3）自然環境を活かした被災地の再生

【具体的取組】
a.津波で被災した河川堤防及び海岸堤防の本復旧を緊急に実施し、津波、高潮、波浪等による被害の軽減を図る。

b.産業復興に向けた工場立地、鉄道復旧、津波対策を踏まえた臨港地区及び港湾背後地の整備、防災・減災機能を強化した基盤整
備、市街地の移転・整備等による再構築、集落の高台移転等にあわせた鉄道ルートの変更等、まちづくりと一体となった整備を推進
する。

c.防災拠点の機能をあわせもつ公園等の整備による公共空間の確保や延焼防止帯を兼ね備えた道路及び緑地等の整備を進める。

d.災害公営住宅を中心とする公的住宅供給や保健福祉と防災機能を有する公設民営型複合施設の整備、被災者のコミュニティの核
となる学校、交流施設等の整備を推進する。

e.海岸防災林の復旧や再生にあたっては、災害廃棄物を分別・無害化し安全性が確認された再生資材を盛土材等として活用し、NPO
や企業等と連携しながら植栽等を進める「『みどりのきずな』再生プロジェクト」の取組を推進する。

f. 復旧・復興事業の過程で発生する建設発生土等の活用に向け、東北地方建設副産物対策連絡協議会でその利用推進を図る。
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課題11 被災地の復興に向けた新しい地域づくり

【概要】
東日本大震災により、全壊した住宅は約13万戸、半壊した住宅は約27万戸にも上り、生活の基盤を失い困窮する者も多い。また、

震災への対応を通じて地域の絆やつながりの重要性が認識されたものの、若年層の流出、交通・買い物弱者の発生、地域コミュニティ
の希薄化や崩壊が懸念されている。さらに、津波により豊かな自然環境や景観が一変し、有形無形の文化の断絶が懸念される。

このため、被災者が住み慣れた地域で生活を再び始められるよう、生活基盤の復旧・復興のみならず、地域に根付いてきた中小企業
や商店街等への支援を通じて雇用の維持・確保を図ることにより、地域のコミュニティの再生に 大限配慮することが必要である。

その際には、過去の歴史や教訓を活かした災害に強いまちづくりや自然との共生といった視点や、人口減少や高齢化の更なる進展、
厳しい財政的制約や基盤施設の将来の維持・更新コストといった状況の変化を見据えつつ、広域的な連携の下、持続可能な社会を形
成するための手立てを考え、実行するという視点が重要である。

【主な取組の紹介】

【動向】

■災害公営住宅整備率

出典：復興庁資料（岩手県、宮城県）、新潟県資料
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■復旧工事を完了した 海岸防災林の割合

出典：東北森林管理局資料

被災者が住み慣れた地域で生活を再建できるよう、防災集団移転促進事業等の復興まちづくり事業を促進している。また
インフラ整備として災害公営住宅や河川堤防及び防潮堤・海岸堤防、道路の整備を推進している。

写真提供：東北地方整備局

■旧北上川河口かわまちづくり市民報告会

写真提供：東北地方整備局

■旧北上川河口かわまちづくり地域ワークショップ



福島復興再生特別措置法及び福島復興再生基本方針等を踏まえて総合的な対策が実施されている。例として、自治体の
除染計画に基づく除染実施の総合的支援や、地域住民の健康管理にあたり事故後4か月間の外部被ばく線量を推計する「基
本調査」をはじめ甲状腺検査、内部被ばく検査等の実施、避難区域内外の住民への健診機会の提供が行われた。加えて風
評被害対策の実施等、安全・安心な生活環境の実現を目指して様々な取組が推進されている。さらに、環境回復・創造に向
けた拠点としての福島県環境創造センターの整備や、福島県とIAEAによる放射線モニタリング・除染及び人の健康の分野に
おける協力プロジェクトに着手し、世界の英知の結集による環境回復に向けた取組が進められている。

【主な取組の紹介】

9

課題12 福島第一原子力発電所の災害への対応と継続的な取組

写真提供：東北地方整備局

■阿武隈川における堤防除染の作業の流れ

①空間線量測定 ②表土剥ぎ

③表面線量測定 ④段切り、締固め、法面整形後、張芝

【概要】
東京電力福島第一原子力発電所の事故は、放射性物質の放出により、広範な地域に深刻かつ重大な被害をもたらしている。福島の

原子力災害からの長期にわたる復興を総合的かつ計画的に進めるため、平成24年３月、県の要望を踏まえて福島復興再生特別措置
法が制定され、平成24年７月、本法に基づき「福島復興再生基本方針」が閣議決定された。

福島県については、被災者の一刻も早い帰還の実現に向けて、除染の確実な実施に加え、日常生活に必須なインフラや医療・福祉・
教育などの生活関連サービスの復旧を図るとともに、将来の就労の場の確保に向けた産業の再生等に取り組む必要がある。あわせて、
帰還先及び避難先の双方で被災者が安定的に居住するための生活拠点の整備と就労機会の確保を図ることが重要である。
また、農林水産業や観光業を中心として、東北圏全域で原子力災害による風評被害が発生していることから、放射線の状況の的確な
把握、正確な情報発信、販路開拓のための取組等が求められている。

「福島の再生なくして日本の再生なし」の考え方の下、原子力災害によって福島にもたらされた深刻な事態の記憶と教訓を風化させる
ことなく、あらゆる施策を総動員して、迅速な対応を確実に実行していく必要がある。

【取組の方向性】
■安全・安心な生活環境の実現

（1）除染の推進 （2）地域住民の健康管理の推進 （3）児童等に対する健康上の不安解消や教育機会の確保

（4）医療・福祉サービス確保のための施策 （5）食品の検査の実施と情報の提供

■地域経済の再生

（1）産業の再生・復興 （2）風評被害の防止

■地域社会の再生

（1）復興を支える公共施設等の整備

【具体的取組】
a.福島県が実施している県民健康調査や検査体制の充実、風評被害の払拭対策として正しい知識の啓発等の取組を推進する。
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東日本大震災への対応から得た貴重な教訓や課題から新たに抽出した「１２の課題」について、今後の取組の方向性や
具体的な取組内容を整理し、東北圏域における進捗状況を把握した。以下に、復旧・復興に向けた代表的な取組の進捗状
況を示す。

まとめ

（1）広域的・多様な主体による連携・支援のあり方
震災により平時からの備えの重要性が再認識され、広域的な支援等に関する協定締結が

促進されているほか、各地域の孤立集落の抽出及び孤立化対策の検討、並びに自主防災
組織の育成強化が進められている。

（2）災害に強い広域交通基盤の整備
災害時に「命のみち」となる交通ネットワークの確立に向けて道路整備が推進されてお

り、鉄道網についても事業者による復旧事業の実施とともに、「復興調整会議」により
まちづくりと一体となった鉄道ルート変更の検討等が協議された。

（3）災害に備えた情報通信のあり方
各地域で災害に強い通信基盤整備が進められており、ネットワークの二重化、さらに、

情報通信ネットワークの耐災害性強化のための研究開発を促進している。

（4）エネルギーの安定供給
東北圏の豊かな自然環境を活かし、太陽光発電や洋上風力発電の導入に向けた検討や、

公共、民間を問わず地域の防災拠点となりうる施設への再生可能エネルギー設備導入の
支援が行われている。

（5）産業の再生・復興の方向性
東北圏の主要産業である農業復興に際し、各地域で大区画ほ場整備等による農地の復

旧に着手している。さらに観光復興にあたり、地域間連携による復興応援バスツアーの
開催や、震災で落ち込んだ観光需要の喚起を目的とした「東北観光博」の開催等が実施
され、ポータルサイト「東北物語」の開設により広域的な復興や風評被害払拭の取組成
果が広報展開されている。

（6）くらしの再生、安全・安心な地域づくりに向けて
被災者が住み慣れた地域で生活を再建できるよう、防災集団移転促進事業等の復興まち

づくり事業を促進しており、インフラ整備として災害公営住宅や防潮堤・海岸堤防や道
路の整備を推進している。また安全・安心な地域づくりに向けて、災害医療派遣チーム
DMATや災害医療コーディネーターの養成及び災害拠点病院等における非常用電源の整備
等により、災害時の救助体制や医療体制の確立を進めている。

（7）原発・放射能への対応
福島復興再生特別措置法等を踏まえて総合的な対策が実施されている。例として、除

染実施の総合的支援や、地域住民の健康管理にあたり「基本調査」をはじめ甲状腺検査、
内部被ばく検査等の実施、避難区域内外の住民への健診機会の提供が行われるとともに、
安全・安心な生活環境の実現を目指して様々な取組が推進されている。さらに、福島県
環境創造センターの整備や、福島県とIAEAによる放射線モニタリング・除染及び人の健
康の分野における協力プロジェクトに着手し、環境回復に向けた取組が進められている。

このように、被災地復興については多様な主体の連携による取組により進められているが、今後本格的な復興のステージ
に入り、それぞれの地域においてまちづくりの基盤となる公共施設の状況やそれを取巻く環境も大きく変化することが想定さ
れる。

東北圏広域地方計画協議会の各構成機関における「復旧・復興」での取組や「防災・減災」を検討するための基礎資料とし
て、「１２の課題」への取組の進捗状況を把握しつつ、今後とも被災地復興と災害対策の強化について、広域的な連携を一層
推進していくことが極めて重要である。


